
次世代火力発電の早期実現に向けた協議会（第２回会合） 

平成27年６月22日 

 

日 時：平成27年6月22日（月）16:00－18:00 

場 所：経済産業省本館17階第1～第3共用会議室 

 

議題 

1. CO2回収、利用技術の技術開発の現状について 

2. 今後の技術開発の課題と方向性について 

 

議事内容 

○覚道石炭課長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから次世代火力発電の早期実現に向けた協

議会（第２回会合）を開催させていただきます。 

 本日、事務局を務めさせていただきます資源エネルギー庁資源・燃料部石炭課長の覚道

でございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様、オブザーバーの皆様におかれましては、御多忙のところ、御出席をいただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 本協議会の第２回ということで、本日はＣＯ２の回収、利用に係る技術を取り上げて御

議論をいただきたいと考えてございます。 

 なお、今回から関西電力様より桑野委員が御出席をされることになりましたので、御紹

介を申し上げたいと思います。 

 それでは、宝田座長に以後の議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○宝田座長 

 座長を仰せつかっております群馬大学の宝田でございます。本日もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 第１回では火力発電の高効率化について皆様に御議論いただきまして、本当に貴重な御

意見をいただきました。本日、第２回は、化石資源、火力の場合はつきまといますＣＯ２

の問題に関しまして、ＣＯ２の回収と利用につきまして広く御議論いただきたいと思って
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おります。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりますが、まず配布資料の

確認について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○覚道石炭課長 

 恐縮でございますけれども、プレスの方の冒頭の撮影はここまでとさせていただきま

す。引き続きの傍聴は可能でございますので、引き続き傍聴される方におかれましては御

着席をいただければと存じます。 

 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 

 まず議事次第がございます。それから委員名簿、座席表がございまして、そこから後、

資料１「ＣＯ ２ 回収、利用に関する今後の技術開発の課題と方向性」、資料２－１から２

－５、参考資料が２つとなってございます。過不足等がございましたら、事務局までお申

し出をいただければと存じます。 

○宝田座長 

 それでは、早速議事に移りたいと思います。 

 まず、議事の進め方でございますけれども、前回御指摘いただいた海外での石炭火力発

電の技術開発動向について、まず初めに御説明させていただき、その後に議題１、２をあ

わせて説明させていただき、議論するというふうに進めたいと思います。 

 それでは、事務局より資料の御説明をお願いいたします。 

○覚道石炭課長 

 まず、今御紹介ございました海外での石炭火力発電の技術開発動向について、最初にＮ

ＥＤＯの在間主幹から御説明をさせていただきます。 

○在間ＮＥＤＯ環境部主幹 

 それでは、一番後ろについております参考資料をもとにして御説明させていただきま

す。 

 第１回協議会で御質問がございました日本のＣＣＴ（クリーン・コール・テクノロジ

ー）が世界の中でどのような位置付けにあるかまとめてみました。 

 まず初めに、微粉炭火力発電技術（ＵＳＣ、Ａ－ＵＳＣ）について御報告いたします。

微粉炭火力発電技術は、燃焼技術とか発電技術を年々向上させ、蒸気温度や蒸気圧力を上

げて効率向上に努めてまいりました。その結果、現在、商用技術ではＵＳＣで送電端効率

約40％を達成しております。また、ＵＳＣのさらなる高温化技術として、送電端効率46～
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48％を目指すＡ－ＵＳＣの技術開発も実施しているところでございます。 

 次に、このグラフは各国の微粉炭火力の導入実績を示したものでございます。日本は過

去20年ぐらいの間からＵＳＣの導入が進む中、米国、ポーランド、インドではＵＳＣの導

入がまだ認められず、中国、ドイツでも近年になってからＵＳＣの導入が始まったところ

でございます。 

 次に、これは世界のＡ－ＵＳＣプロジェクトの動向で、日本のほか欧州、米国、中国、

インドでもＡ－ＵＳＣのプロジェクトが進められているところでございます。欧州のＣＯ

ＭＴＥＳ700が先行しまして、それを追いかけるような形で、日本でもＡ－ＵＳＣの開発

がスタートされたところでございます。ただし、後継であるＣＯＭＴＥＳ＋については、

欧州における火力発電の状況の変化等から進捗していない状況と聞いております。 

 米国のプロジェクトについては、具体的な研究開発成果が余り聞こえてきていない状況

でございます。また、中国、インドは、現在、材料の基盤研究が進められている段階でご

ざいます。 

 次に、これは世界のＩＧＣＣプロジェクトについて示したものでございまして、2014年

に商用運転を開始した勿来の実証試験を含め、先行しているＩＧＣＣからさらなる高効率

化のための開発が進められているところでございます。近年はＩＧＣＣとＣＣＳを組み合

わせた開発プロジェクトも進められておりまして、EAGLEのＣＯ ２ 分離・回収技術を適用

した大崎プロジェクトもここに適用されております。また、第３段階で計画されています

ＩＧＦＣ実証が右上に来ているという状況でございます。 

○覚道石炭課長 

 それでは、引き続きまして本日のＣＯ２の回収、利用に関する今後の技術開発の課題と

方向性につきまして、資料１に基づきまして御説明をさせていただきます。 

 １ページ、項目でございますけれども、１．次世代火力発電による更なるＣＯ２削減の

可能性、２．ＣＯ２の回収、貯留・利用に向けた取組、３．次世代技術によるＣＯ２回収

コスト低減の見通し、４．ＣＣＵに関する技術的課題、５．今後の技術的課題とロードマ

ップの策定に当たり検討すべき論点ということで御説明をさせていただきます。 

 ２ページでございますけれども、まず、１．次世代火力発電による更なるＣＯ２削減の

可能性ということで、2030年度の目標で、2013年度比26％の温室効果ガス削減目標積み上

げの対策としまして、火力発電の高効率化は非常に大きな要素の１つになってございま

す。将来的に次世代のＩＧＣＣ等の火力発電の技術が広く普及すれば、ＣＯ２の削減が期
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待できますけれども、さらにＣＯ２を回収し、貯留または利用する技術（ＣＣＵＳ）の利

用が推進されれば、さらなるＣＯ２削減の可能性が期待できます。 

 ３ページは前回、協議会の設置の趣旨を御説明した資料にも入れさせていただいており

ますけれども、ＣＯ２の回収、貯留・利用に向けた取組を整理したものでございます。ま

ず、火力発電所等からのＣＯ２の回収ということで、火力発電所等にＣＯ２の分離回収設

備を設置することで、90％を超えるＣＯ２を回収することが可能です。回収効率、コスト

の改善等の課題について技術開発が行われているところでございます。そして、分離・回

収したＣＯ２を、１つは、地中に貯留をする技術ということで、現在、国内におきまして

もＣＣＳの実用化を目指した実証、あるいはポテンシャル調査が進められているところで

ございます。 

 一方、回収したＣＯ２の利用につきましては、さまざまな取り組みがなされているわけ

ですけれども、例えばＣＯ２を利用して石油代替燃料や化学原料などの有価物を生産して

いくということで、藻類によるバイオ燃料の製造、あるいは人工光合成の取り組みが進め

られていますけれども、どれだけ大量のＣＯ２を利用していけるのか等が課題と認識をし

てございます。 

 ４ページはＣＯ２の回収に係る部分について、将来に向けた回収コストの見通しについ

て、これまで種々の資料、あるいは試算等で公表されている数字をもとに整理をしたもの

でございます。例えば、現在ですと化学吸収法でトン当たり4200円、あるいは、さらに酸

素燃焼法で3000円といった数字がございます。また、2020年代に向けては物理吸収法、あ

るいは固体吸収材で2000円程度、さらに2030年代に向けては膜分離法で1000円程度へのコ

スト回収を目指していくという方向性がございます。こうした次世代のＣＯ２の回収技術

が順次実用化されていけば、2030年ごろにかけて、さらなるコストの削減が期待できると

認識をしております。 

 ただ、ここにも書いてございますけれども、現状、回収設備を設置することで発電コス

トが押し上げられたり、あるいは発電効率が低下したりするという課題がございますの

で、それらの克服が重要と認識をしてございます。 

 ５ページはＣＣＵに関する技術的課題でございますけれども、ＣＯ２を利用していくＣ

ＣＵと、いわゆる貯留をするＣＣＳとで整理をしてございますが、ＣＣＳのほうは処理能

力という意味では、ボリューム的に圧倒的に優れてございまして、まさに経済性を上げて

いくというところに課題、あるいは技術革新の可能性があるだろうと認識をしておりま
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す。 

 ＣＣＵのほうは、むしろＣＯ２を有価なものに転換をしていくという意味で、経済性の

面では単にコストになるものではございませんけれども、現時点ではボリューム的には非

常に限られるということで、技術革新の可能性としても、より大量に処理をしていけるよ

うにしていく、また、さらにその経済性を上げていくという方向性が期待できるのではな

いかと思っております。こうしたことがそれぞれ実現していけば、さらなる利用拡大が期

待できるのではないかと考えております。 

 ６ページに参考として、ＣＣＵの技術開発の例ということで、藻類バイオで１つ図を入

れてございますけれども、これは、１つのＣＯ２の有効利用のシステムのイメージです。

石炭火力から出てくるＣＯ２と、さらにそこからの排熱なども活用しつつ、また、例えば

下水汚泥といった廃棄物的なものからの栄養素の回収、そうした排熱とか廃棄物等を最大

限活用しつつ藻類を培養していくというイメージでございます。 

 藻類についても、例えば特定の種類から効率的に油をつくり出して、それを活用してい

くもの、それから、特に品種にこだわらずに土着種のようなもので、できるだけ効率的に

培養して、それを細かく砕いて燃料を取り出していくというアプローチがあり、それぞれ

アメリカ等でも取り組みが進められております。例えばオリンピック・パラリンピックの

機会に、こうしたものでできた燃料をバイオジェット燃料として活用して、１つのショー

ケースとしていくことも考えられるのではないかという案でございます。 

 ちなみに、７ページは、現在進められている取り組みを整理したものでございまして、

ＮＥＤＯの戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業で支援をしている部分

で、これはむしろそれぞれの特定の品種に着目をして取り組みを進めているものですけれ

ども、それが資料の黄緑の部分です。また、福島の復興事業の一環として、土着藻類を活

用したものも進められております。 

 ８ページの（参考）は先ほどの分離・回収について、将来に向けた技術確立の時期を、

コストを縦軸にとり整理したイメージでございます。こうした技術が確立していくこと

で、分離・回収部分についてのコスト低減が期待できるということです。そして、例えば

資料の右上のほうですと、こうして回収したＣＯ２をいろいろな形で有効活用していく利

用の部分への期待があるということですし、左下に書いておりますのは、まさに今進めら

れている実証やポテンシャル調査を踏まえた貯留というアプローチもあるということかと

思います。 
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 ９ページは、これらの技術についてもロードマップという形で御議論いただくに当たっ

ての事務局としての論点の考え方を提示したものでございます。ＣＣＵＳに関連して大き

く課題を整理しますと、回収部分については、回収コストをいかに低く抑えるかというこ

とと、連携する話ですが、発電効率が低下してしまうところについて、できるだけ小さく

抑えていくという技術的な課題の克服が重要になるだろうと思います。また、利用してい

くところについて言いますと、できるだけ大量に、かつ効率的に利用していくことが重要

で、これにはさらに革新的な技術の確立が重要になるだろうと考えております。 

 また、こうしたＣＣＵＳの普及動向自体につきましては、国内外のいろいろな制度、環

境的要因によるものが大きいと考えておりますので、2030年以降を見据えて取り組むこと

になるわけですけれども、前回御議論いただいた火力発電の高効率化よりは、より長期的

な時間軸、あるいは、また違った視点で捉えていくことが重要だろうと考えております。 

 このうちＣＯ２の回収につきましては、発電方式自体の技術開発とも密接に関連すると

いうことでございます。例えば、大崎クールジェンについても、ＩＧＣＣと、そこからの

ＣＯ２の分離・回収をやられているわけですけれども、こうした開発対象の技術やコスト

低減目標をあらかじめ発電方式とある程度セットで考えていきつつ、技術開発を推進して

いくべきではないか。こうしたことが、さらに技術確立の早期実現につながっていけるの

ではないかと考えております。 

 また、②のＣＯ２の利用に着眼いたしますと、まだ現時点では不確実性は実際大きいわ

けでございますけれども、将来実用化を目指す技術を現時点で絞り込むことなく、当面い

ろいろなイノベーションの実現を目指して、新たな技術を幅広く追求していくという考え

方も必要ではないかと考えています。今後、段階的に有望な技術を選定し、さらに技術確

立や実用化の目標時期を具体化していくことが必要ではないかと考えております。 

 また、その際に、特に利用の部分につきましては、ある意味革新的な取り組みも必要だ

ろうと考えておりまして、ほかの分野との連携とかさまざまな手段の活用を検討して、全

体としてコストメカニズムが早期に確立していくことを目指していくべきではないかと考

えてございます。 

○宝田座長 

 覚道課長、在間主幹、ありがとうございました。 

 それでは、引き続きＣＯ２回収、利用技術の技術開発の全体論について、ＮＥＤＯから

御説明をお願いしたいと思います。 
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○在間ＮＥＤＯ環境部主幹 

 ＮＥＤＯ環境部の在間でございます。ＣＯ２回収、利用技術の現状について、概要を御

報告させていただきます。 

 今回、第２回の次世代火力発電協議会の中では、ＣＯ２分離・回収技術とＣＯ２有効利

用技術について御報告します。 

 ２ページの図は、先ほど覚道課長からも御報告がありましたけれども、発電所から分

離・回収されたＣＯ２を固定する方法としては、帯水層に貯留するＣＣＳや石油代替燃料

や化学原料等の有価物に転換するＣＣＵがあり、火力発電からのＣＯ２排出量削減技術と

して重要な技術でございます。今回は、その中でＣＯ２分離・回収とＣＯ２有効利用に焦

点を当てて御報告させていただきます。 

 ３ページ、特に石炭火力においては、効率のよい超々臨界圧石炭火力においても、ＬＮ

Ｇ火力発電に比べておよそ２倍のＣＯ２を排出することから、さらなる効率の向上とあわ

せてＣＯ２の分離・回収し、貯留または有効利用を推進することがさらに課題となってお

ります。 

 ４ページ、ＣＯ２分離・回収技術に関し御報告させていただきます。2014年12月のエネ

ルギー関係技術開発ロードマップにおけるＣＯ２分離・回収、貯留に関するロードマップ

では、分離・回収コストについて、化学吸収法によりＣＯ２１トン当たり2000円台、2030

年ごろに高圧ガスへの分離膜の適用などにより1000円台を目指すことになっておりまし

た。 

 ５ページのＣＯ２の分離・回収コストにつきましては、平成24年度までに実施しました

ＮＥＤＯのゼロエミッション石炭火力トータルシステム調査研究におきまして、石炭ガス

化発電システムからＣＯ２の分離・回収、輸送、貯留に至る一貫したトータルシステムと

して、各要素技術の概念設計とか経済性評価モデルの構築を実施しました。ＣＯ ２ の分

離・回収コストとしては、１キロワットアワー当たり約３円、ＣＯ２１トン当たり約3500

円という試算結果となっております。そのため、今後さらなるコストの低減化のための技

術開発が必要になってきます。 

 ６ページのＣＯ２分離・回収技術につきましては、まず、分離・回収設備を用いてＣＯ

２を濃縮するポストコンバッション、プレコンバッションがございます。プレコンバッシ

ョンではシステムが高圧化しますので、高圧、高濃度のＣＯ２を処理するという観点から

膜分離が適していると考えられております。また、分離・回収設備が不要な酸素燃焼等の
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方式もございます。この中で、ＣＯ２回収型次世代ガス化技術といいますのは、酸素燃焼

と同様に石炭ガス化ガスを酸素燃焼することで排ガス中のＣＯ２濃度を高くし、ＣＯ２分

離・回収設備を必要としないシステムです。ケミカルルーピングは金属酸化物の酸化反応

を利用することで空気分離装置も必要としないシステムでございます。ＣＯ２の分離・回

収技術につきましては、この後、技術開発を実施されている方から御報告させていただき

ます。 

 ７ページの図はＣＯ２分離・回収における発電効率の低下を示しております。資料の左

側は石炭ガス化複合発電に対応したＣＯ ２ 分離・回収技術を示しております。Ａ－３の

EAGLEの物理吸収法では、発電効率の低下を６ポイント程度まで抑えることが可能でま

す。さらに、Ａ－４のＣＯ２回収型次世代ＩＧＣＣを採用することで、２ポイント程度ま

で損失を改善することが予想されております。右側はＵＳＣのポストコンバッションでの

ＣＯ２回収システムに相当しまして、約９ポイント程度の発電効率の低下になりますが、

ケミカルルーピングを採用することで、ほぼゼロに抑えることが可能であると考えられて

おります。 

 ８ページはＣＯ２膜分離・回収技術でございますけれども、これは圧力差を利用するこ

とから、高圧システムに対応したプレコンバッション方式に適していると考えられており

ます。 

 ９ページは酸素燃焼ＣＯ２回収技術の特徴を示しておりまして、酸素燃焼は酸素を用い

て石炭を燃焼させることで排ガス中のＣＯ２濃度を約90％以上にすることができ、分離・

回収システムをとらず、そのままＣＯ２を圧縮して気体として回収できるという特徴を持

っております。 

 10ページ、ケミカルルーピング燃焼技術開発でございますけれども、これは100㎿から

500㎿程度の中小型の石炭火力発電所向けでございまして、金属酸化物等を酸素キャリア

として用いることで、空気分離装置を用いず、かつ排ガスがほとんどＣＯ２になるという

もので、ＣＯ２分離・回収を必要としないシステムでございます。 

 11ページ、ＣＯ２回収型次世代ＩＧＣＣ技術開発でございますけれども、これは酸素燃

焼の燃焼器に酸素を富化し酸素燃焼させることで排ガスがほとんどＣＯ２になる、ＣＯ２

分離・回収設備やシフト反応器を必要としないシステムです。先ほど御紹介したケミカル

ルーピングやこのＣＯ２回収型次世代ＩＧＣＣ技術開発は、2030年以降の技術として、そ

の基盤技術開発を現在推進しているところでございます。 
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 続きまして12ページ、ＣＯ２有効利用に関する技術開発の現状について御報告します。

ＣＯ ２の有効利用は、ＣＣＵＳとしてＣＯ ２ 対策コスト低減化のためのＣＯ ２貯留の効率

化とあわせ、ＣＯ２の有効利用による価値の創出により経済性と環境性を両立させること

が重要なポイントになっております。ＣＣＵＳとしては、ＣＯ２－ＥＯＲが先行して事業

化されておりますけれども、その他ＣＯ２の有効利用に関する技術としては、藻類のバイ

オ燃料など複数の技術開発が進められているところでございます。これらの技術につきま

しても、この後、技術開発を推進している方から御報告していただきます。 

 次に、この中で二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発が進められておりま

して、日本のキーテクノロジーである触媒技術を活用し、光触媒による水の電気分解で得

られた水素を水素分離膜で分離し、火力発電所等から回収されたＣＯ２とあわせ、プラス

チック原料等の基幹化学品を製造する技術を開発するものです。これによりＣＯ２排出の

削減並びに資源確保を目指すものでございます。 

 14ページは、2014年４月、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の中で示されてお

りますけれども、2016年に先ほどのオレフィン合成プロセスを確立し、2021年に高効率で

水素を製造する光触媒や分離膜の開発を目指すということで計画されておりました。 

 15ページ、微細藻類技術の国内の取り組みといたしましては、戦略的次世代バイオマス

エネルギー利用技術開発事業の中で研究開発を実施しております。16ページ以降に、現在

進められている事業を参考として添付しております。これらの事業のうちの１つについ

て、研究開発を実施している方から御報告を後でしていただきたいと思っております。 

○宝田座長 

 在間主幹、ありがとうございました。ＣＯ２回収、利用に関する技術開発の現状という

ことで、全体的な御説明をいただきましたが、続きまして、このＣＯ２回収、利用の個別

の技術に関しまして、各社さんから御説明をお願いしたいと思っております。 

 まず、ＣＯ２分離・回収技術の１つとして化学吸収法、物理吸収法の技術開発動向につ

いて、電源開発の野口部長に御説明をお願いしたいと思います。 

○野口電源開発部長 

 では、資料に基づきまして御説明いたします。 

 はじめに目次でございます。まず、今の技術開発の現況を概観いたしまして、その後、

主な３つの方式について御説明したいと思っています。燃焼前回収につきましてはEAGLE

の成果をもとにした大崎クールジェンの第２段階の計画、酸素燃焼回収につきましてはカ
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ライドの状況、燃焼後回収につきましては、今実施されておりますＦＳの状況を御説明い

たします。 

 １－１でございます。在間さんから説明がございましたけれども、大きく３つの方式が

ございまして、上２つが微粉炭火力からの回収、下側が石炭ガス化からの回収で、特徴

は、微粉炭は常圧、石炭ガス化は加圧ということでございます。上側のポストコンバッシ

ョンは排ガスからの回収になります。ＣＯ２濃度12％程度からの回収でございます。通常

の排煙脱硫装置と同じようなシステムですけれども、濃度が従来のＳＯx、ＮＯｘに比べ

まして100倍以上の濃度で、大量に処理するということと、処理したものを再生するエネ

ルギーが今課題として残ってございます。 

 ２番目のOxy-fuelですけれども、これは排ガスからではなく、最初から窒素を抜いて燃

焼するということでございます。排ガスからの回収ではございませんけれども、従来の微

粉炭火力のシステムを変える必要がございます。ＣＯ２を循環いたしましてＯ２濃度を調

整する必要があります。純酸素ですと高温になってしまうので、Ｏ２にＣＯ２を混ぜて燃

焼させる必要があるということでございます。同じように酸素製造装置が要るということ

で、これは石炭ガス化の場合と比較すると倍の容量の空気分離装置が要るということにな

ります。 

 下側が石炭ガス化、加圧からのプレコンバッションですけれども、加圧、高濃度からの

回収で、分離のところは非常に効率的ですけれども、その前にシフト反応をかます必要が

あります。そこでＣＯ（一酸化炭素）をＣＯ２に変える必要があるため、シフト反応が付

加されるという特徴があるということでございます。 

 １－２でございます。これまでも縷々言われておりましたけれども、効率低下とコスト

上昇の課題でございまして、上の段は効率低下と、その効率低下を補てんするための燃料

の増加率をＦＳされた結果を示してございます。下側はコストと発電コストの増加分でご

ざいます。方式によってはいろいろあるわけですけれども、基本的にはプレコンバッショ

ンは効率低下が少なくてコストも安いということは言えるかと思いますけれども、ただ、

発電効率の低下が６～10数ポイントでございまして、今の微粉炭火力の所内の動力による

効率低下が３ポイントとなりますので、この６や10が非常に大きな効率低下であるという

ことが理解いただけるかと思います。この効率低下をいかに低く抑えるか、コストを低く

抑えるかも重要ですけれども、発電プラント自体の効率、ベースを上げておくことも重要

でございまして、高効率とＣＣＳはある意味セットのものではなかろうかと考えてござい
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ます。 

 １－３でございます。今の世界の主なプロジェクトの状況を示してございます。まず、

石炭ガス化からのプレコンバッションでございます。Kemperでございます。これは褐炭を

循環流動床でガス化するという少し特殊なガス化炉でございます。Sothern Companyが大

きなお金をかけてやっていますけれども、今、工程が2016年に遅れております。また、コ

ストも倍になっているということで、経営問題にも発展しておりまして、試運転段階です

けれども前途多難な状況でございます。アメリカには２つのポリジェネのプロジェクト、

カリフォルニアとテキサスがございますけれども、まだ投資決定されたプロジェクトでは

ございません。 

 ポスト回収ですけれども、これは有名なBoundary Damで、基本的にはカナダはＣＯ２の

排出原単位規制がなされておりますので、その排出原単位規制がなされる中で将来の石炭

火力のオプションの１つとして、このＣＣＳを検証したいという背景がございます。この

Boundary Damにつきましては、昨年の10月から実証試験をやってございまして、この蒸気

タービンは日立が提供して、ＣＯ２回収用の蒸気タービンでございます。もう１つ、ＮＲ

Ｇエナジーで三菱重工さんが24万kWぐらいのＫＳ－１でのプラントを受注されておりまし

て、来年から試験に入ると聞いてございます。24万kW相当を１系列でやられているという

ことで、基本的には吸収塔の大型化についてはもう実用化レベルにあるのではないかとい

うことでございます。ただ、このプラントは、残念ながら再生用の蒸気は別置きの天然ガ

スタービンの排熱回収ボイラからの蒸気が使われておりますので、ある意味スタンドアロ

ーンのプラント、要するに発電プラントのインテグレーションがなされていないプラント

であろうかと思います。 

 ３つ目のOxy-fuelでございますけれども、有名になりましたFutureGenはガス化から酸

素燃焼に変わりましたけれども、御存じのとおりプロジェクトは中止という判断がなされ

ております。そういった中では、豪州でのカライドは３万kWですけれども、順調に成果を

得たということです。欧州は英国でWhite Roseの酸素燃焼のプロジェクトが、今、基本設

計の段階でございまして、アルストムが設計に携わっているということでございます。 

 １－４は弊社のＣＯ２回収の取り組みでございます。私どもはＣＯ２分離・回収は発電

所でやる話ということで、分離・回収には非常に注力して研究をこれまでやってまいりま

した。EAGLE、カライド、松島という形で３つの方式それぞれ何らかのかかわりをしてき

たということでございます。 
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 ２－１が各論になってまいりますけれども、EAGLEでのプレコンバッションのお話に移

ります。物理吸収法と化学吸収法の特徴を書かせていただいております。左の図で横軸が

分圧ですけれども、化学吸収法はアミンで化学的に結合させるということで、吸収量はア

ミンの量に依存する。一方、物理吸収は圧力によって溶け込ませるということで、分圧が

上がれば上がるほど吸収量は増える。圧力をリリースさせればＣＯ２が出てくる。いわゆ

る炭酸飲料をイメージしていただければよろしいかと思います。高圧になれば物理吸収法

が有利になるということでございます。 

 ２－２でございます。EAGLEで行いました２つの方式、Sweetシフト・化学吸収、Sourシ

フト・物理吸収の簡単なシステムフロー図でございます。化学吸収の場合はSweetシフト

で、これは聞きなれないですけれども、脱硫をした後のガスを、ＣＯ（一酸化炭素）をＣ

Ｏ２に変えるということでございまして、既存の脱硫装置の後から抜きまして、シフトを

かませて化学的に吸収させるということでございます。EAGLEで使いました吸収液が、通

常、ポストコンバッションで使われますアミンの中でもＣＯ２との化学的な結合が比較的

少ない、ある意味、物理的に溶解している吸収液を使っておりますので、加圧だけでなく

て減圧することによっても再生できたということで、吸収塔での再生エネルギーの低減が

図れたということでございます。 

 一方、物理吸収につきましては、脱硫前のガスを使ってＣＯ２を回収する試験をしてお

りまして、Sourシフトは、硫黄分を含んだガスでシフト反応させて、脱硫の後にＣＯ２を

回収させるというシステムでございます。 

 ２－３がEAGLEの試験成果で、化学吸収と物理吸収の成果を示させていただいておりま

す。化学吸収につきましては、フラッシュ（減圧）によってもＣＯ２が回収されるという

ことで、1.4GJ/ｔ-CO 2という、通常のポストコンバッションの約半分の回収エネルギー

で回収できているということでございます。ただ、これはあくまでも吸収塔での話ですの

で、その前にシフト反応でエネルギーがかかるということを付則しておきたいと思いま

す。 

 物理吸収ですけれども、これも脱硫を高脱硫にすれば少しエネルギーがかかるというこ

とで、その辺の兼ね合いでございますけれども、ただ、物理吸収につきましては、化学吸

収のさらに10％のＣＯ２回収エネルギーの削減ができているということでございます。 

 その辺の試算をした結果が２－４の効率試算でございまして、先ほど在間さんからも御

説明がありましたとおり、化学で大体７ポイント、物理で６ポイントの効率の低下になろ
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うかと思っております。 

 次のページの２－５はＩＧＣＣ＋ＣＯ２回収のときのヒートバランス的なものですけれ

ども、基本的にはプレコンバッションの場合の再生用のエネルギーはこの排熱回収ボイラ

からの蒸気で十分足りるので、蒸気タービンからの蒸気の引き出しは必要ないということ

で、比較的適用しやすい方法ではないかと思っております。 

 ２－６でございます。EAGLEでいろいろ課題が出たのは吸収プロセスではなくてシフト

系統で、その一例でございます。Sweetシフトでの課題で、もともとこのSweetとか吸収は

石油化学関係で開発されてきたものですので、シフトも石油化学のスペックになっている

ところもございまして、石炭ガスの場合、ＣＯの濃度が非常に高く、最初の高温シフトの

ところで急激に反応が進んでしまったので、これについてはバイパスさせて温度調整をす

ることによって解決いたしました。 

 ２－７は新しい技術でございまして、低温でのSourシフト触媒で、触媒自体は温度が高

いほうが反応性が高いわけですけれども、このSourシフトの場合は、温度を上げるとＣＯ

の転化率が下がるという課題がございます。転化率を上げるために蒸気を過剰に入れてい

ることになりますけれども、今回の日立が開発したSourシフト触媒は、低温で活性が出る

ので蒸気量を減らせることが特徴でございます。これによって計算上は+0.8％というかな

り高い発電効率の向上が可能になります。ただ、これはEAGLEで試験をいたしましたけれ

ども、１カ月程度の時間でございます。触媒は長期の寿命が非常に大切なポイントでござ

いますので、これにつきましては、大崎で長時間のしっかりしたデータをとりたいと思っ

ているところでございます。 

 ２－８、大崎クールジェンのプロジェクトの状況でございます。EAGLEで試したプロセ

スを大崎に適用しているということでございます。 

 次の２－９の第２段階の検証目標でございますけれども、２つのポイントがございまし

て、ＩＧＣＣとの協調性をいかにとるかということと、効率をいかに上げるのかというこ

とでございます。これらを目的に大崎で検証していくというものでございます。 

 次のページ、２－10検証試験のフローでございます。既設の脱硫装置で、Sweetシフト

＋１段物理吸収法をメインフローに、Sourシフトについては小さい試験ループで試験をし

ようということで、ＩＧＣＣプラントとの協調性、吸収プロセスは新しいプロセスで新し

いソルベントを試す予定ですので、その試験と先ほど言いましたSourシフト触媒の長期信

頼性を検証する予定でございます。 
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 ２－11はプラントでございます。２－12、多目的利用にもＣＯ２分離プロセスが要りま

すので、そういう意味でもＣＯ２分離プロセスをいかに効率的にやるかは重要でございま

す。 

 続きまして酸素燃焼でございます。３－１カライドの状況でございます。休止していた

カライド発電所３万kWを改造して試験をしました。微量ではございますけれども、数100

ｔ（ＣＯ２を）貯留したということでございます。 

 ３－２は改造したフロー図です。酸素製造装置、排ガス再循環系統、ＣＯ２回収システ

ム、この３つを主に改造したということでございます。おのおのの写真を３－３に示して

ございます。 

 続いて３－４、実証試験成果でございます。１万時間という長期の運転を達成して、シ

ステム上は、酸素濃度を27％にすれば、既存のボイラで酸素燃焼ができることも確認して

おりまして、運用性も、従来の微粉炭火力と同様の運用性を確認しているということでご

ざいます。 

 ３－５でございます。酸素燃焼の次のプロジェクトを今探しておりまして、先ほど言い

ましたようにカナダがこういうＣＣＳ、ＣＣＵＳに非常に興味を示しておりますので、今

カナダのアルバータ州で調査をしているというものでございます。 

 ４－１がポストコンバッションでございます。これは東芝さんがＦＳしたものでござい

ますけれども、再生用の蒸気を中圧タービンから抜いているという事例で、中圧タービン

から抜いて再生蒸気は脱気器の入り口に返す。右下に改造内容がありまして、タービンの

改造が必要になってくるということで、吸収プロセスはほぼ商用化ができていますけれど

も、発電プラントのインテグレーションがこれからの課題ではないかということでござい

ます。 

 ５－１でございます。基本的にはプレコンバッションはまだ大型実証の段階、酸素燃焼

は商用機での実証の段階、燃焼後はほぼ商用段階に来ているのではないかと思っておりま

す。 

 ５－２でございますけれども、今のプロセスですと2000円台が限界でございまして、

1000円台を目指すことになれば、膜のような革新的な技術が必要になってくるのではなか

ろうかと思っていますけれども、まずは第１世代をしっかりやっていきたいと思っていま

す。 

○宝田座長 
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 野口部長、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして膜分離、固体吸収材の技術開発動向につきまして、ＲＩＴＥの佐

藤サブリーダーから御説明をお願いしたいと思います。 

○佐藤ＲＩＴＥサブリーダー 

 地球環境産業技術研究機構でございます。我々はＣＯ２分離・回収技術におきまして固

体吸収材と分離膜について御説明させていただきたいと思います。目次の順番で御説明を

させていただきます。 

 ３ページがＣＯ２分離・回収フローチャートでございますけれども、これはこれまで皆

様に御説明いただいておりますので、御説明は割愛させていただきますけれども、ガスは

発生するソースによってＣＯ２の濃度やガスの圧力、分離対象となるガス分子が異なって

いるところでございます。 

 ４ページが発生源から見たＣＯ２分離・回収技術でございます。これもＪ－ＰＯＷＥＲ

様からＣＯ ２ 分離・回収技術で御説明がありましたが、燃焼前回収では我々は膜分離法

で、これはガス圧を利用しますので省エネ、低コストが期待できておりまして、水素圧力

を維持して発電の効率を高めるためには、ＣＯ２を選択的に透過する膜の開発が重要であ

ると考えております。あわせて燃焼後回収でございますけれども、これは常圧ガスからの

ＣＯ２分離で、化学吸収法が一般的に検討されておりますけれども、それをさらに省エネ

ルギー化するためには、原理は同じでございますけれども、固体吸収材の開発が重要であ

ろうと考えております。 

 続きまして５ページ、これもＮＥＤＯ様が御説明されましたが、我々もこの技術ロード

マップにのっとってやっておるということでございます。 

 次から個別のもので、固体吸収材について、まず御説明をさせていただきます。 

 固体吸収材の概念図は７ページ目に示しておりまして、基本的には化学吸収液と化学原

理は同じでございます。化学吸収液が水の中にアミン化合物が溶けておりますけれども、

この場合、水の加熱は非常に比熱が大きくてエネルギーを食うので、我々はそれを固体に

くっつけることによって、そのエネルギー低減を可能にしているということでございま

す。大体１～２㎜程度の球状の粒をイメージしていただければと思います。 

 ８ページ目が固体吸収材の開発経緯でございます。これも過去、高炉ガスからのＣＯ２

回収がＣＯＣＳ、ＣＯＵＲＳＥ50とＮＥＤＯさんのプロジェクトでやらせていただいてお

りまして、そこから派生して固体吸収材が出てきております。燃焼排ガスに適用するとい
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うことで、2010年から高度化事業を進めさせていただいております。 

 ９ページ目が固体吸収材の研究開発の概要で、液体アミンとの比較をしておりますけれ

ども、装置的には大体同じような形で、吸収と再生を繰り返しておりますが、再生時の温

度が非常に低くできる。60℃ぐらいの温度でできるということで、ＣＯ２の分離エネルギ

ーを非常に低くすることが可能であることと、低温排熱も利用することができるのではな

いかということを期待しております。 

 10ページ目、固体吸収材の開発におきましては、計算化学によって最適と思われるアミ

ン化合物を設計しております。ＣＯ２を非常に強く吸収しますと脱離するときのエネルギ

ーもかかりますので、非常にいいバランスで吸脱着できるところが設計のポイントでござ

います。右手の分離・回収エネルギーですけれども、液体に比べまして相変化を伴わない

ことと、潜熱、顕熱が低下できまして、1.5GJ/ｔ-CO 2ぐらいの消費量でございます。 

 11ページ目、エネルギー評価をしております。これはシミュレーション結果でございま

すので、簡単に御説明します。右側のグラフでございますが、ＣＯ２分離・回収エネルギ

ーが1.5GJ/ｔ-CO 2のところになりますと、発電効率が蒸気の再生温度によりまして４ポ

イントから６ポイントぐらいずれますが、60℃ぐらいだったら４ポイントぐらいの低下で

抑えられます。 

 12ページ目にコスト評価をしております。これも右側のグラフの1.5GJ/ｔ-CO 2のとこ

ろですが、固体吸収材が1.5GJ/ｔ-CO 2程度だったら2000円を切る程度の数字が見えてお

ります。 

 続きまして13ページ目、他機関でいろいろな研究をやられておりますけれども、火力発

電所を適用する場合において我々のものと比較しておりまして、我々の新規開発したアミ

ンを担持した固体吸収材は非常に性能がいいということでございます。 

 ロードマップにつきましては、これまでの基盤技術研究のフェーズから、今年度以降で

実用化研究フェーズに着手したいと考えております。課題としましては、吸収材の大量合

成やプロセス開発がポイントになろうかと考えております。 

 続きまして、15ページは飛ばしまして、16ページ、今度はＣＯ２分離膜の御説明をさせ

ていただきます。従来のＣＯ２分離膜は膜を通して小さい分子がたくさん通っていくとい

うのが概念的でございますけれども、我々の今回開発したものは分子ゲート膜と称してお

りまして、小さい水素分子に対して大きなＣＯ２分子を選択的に透過させるところが特徴

でございます。非常に高い選択性を出すために、これまで基盤の研究をやっております。 
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 17ページのＣＯ２分離膜はまだラボ段階でございまして、直径５㎝ぐらいの膜で評価を

しておるのですが、横に15㎝ぐらいの平たい膜がございまして、厚みも非常に薄くて、そ

の表面に分離機能層というＣＯ２と水素を分離する非常に薄い層をのせております。１本

ずつ手作りでございますけれども、これまで４インチで20㎝ぐらいのモジュールは作って

おりますけれども、今のところ効率的ではありません。ラボ検討でございます。 

 18ページ目がこれを使うＩＧＣＣへの適用ですが、水性ガスシフト反応で出てきたＣＯ

２、水素の２～４ＭPaの高圧の中からＣＯ２ を選択的に透過するというところでございま

す。 

 続きまして19ページ目、このＣＯ２分離膜のこれまでの研究成果の概要をまとめており

ます。資料の左側はＣＯ２がどれぐらい移動するか。上に行けばたくさん移動する。右側

は分離係数でございまして、水素分子に対してＣＯ２分子がどれぐらいの量通るかという

ことで、分離係数が10でしたら１分子の水素に対して10分子のＣＯ２が通る。10倍通ると

いうことでございます。赤で斜めの線が入っておりますけれども、我々は現在、ＣＯ２回

収コストを1500円/ｔ-CO 2を目指しておりましたので、この赤線の領域に入れば目標が大

体達成できます。基本は膜面積で調べてありますけれども、境界いっぱいでございますけ

れども、我々のところで目標性能を達成できるめどを得ております。モジュールにした場

合、モジュールの製造手法はまだ開発課題で不安定でございますけれども、単膜だったら

大体安定的に性能を実現できております。 

 20ページ目でございますけれども、これもあくまでもシミュレーションの結果でござい

ますけれども、25万kW発電相当になると考えております100万ｔのＣＯ ２ を年間排出する

ものだと20インチのモジュール、長さが1.6ｍで1800本ぐらいで25ｍから56ｍぐらいのエ

リアで回収できるのではないかと考えております。 

 次の21ページ目でございますけれども、他機関との性能比較で、膜は非常にいろいろな

種類の検討がなされておりますけれども、高圧条件下でＣＯ２と水素を分離するというケ

ースは余りございませんで、アメリカのＭＴＲは分離係数が我々よりもかなり小さく、１

段階で処理することができません。我々のほうはワンパスで処理できると考えております

ので、現時点で高圧条件下では世界最高水準レベルではないかと考えております。 

 22ページ、今後のロードマップでございますが、これまでＣＯ２分離膜モジュールの基

礎研究をやらせていただいておりまして、本年度から実用化研究開発に着手していきたい

と考えております。ここにおきましては、これまで模擬ガスを使っておりますので、実ガ
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ス等の実用化試験をやらなければなりません。さらに、膜面積を上げていくため、分離膜

技術や実機膜モジュールの安定的な製造方法も考える。さらに20年以降につきましては、

実証フェーズで長期試験や大規模実証試験、膜モジュールの量産体制などを検討しないと

いけませんけれども、ここら辺はＩＧＣＣ関係の企業の皆様等の御協力もいただきながら

開発しなければならないと考えております。 

○宝田座長 

 佐藤サブリーダー、ありがとうございました。 

 ただいまＣＯ２の分離・回収の御説明をいただきましたけれども、続きまして、ＣＯ２

有効利用技術の１つといたしまして、藻類バイオ燃料の技術開発動向につきまして、ＩＨ

Ｉの成清部長に御説明をお願いいたします。 

○成清ＩＨＩ部長 

 株式会社ＩＨＩの成清でございます。それでは、資料２－４に沿って御説明をさせてい

ただきます。 

 藻類バイオ燃料の取組みということで、この開発はＮＥＤＯ様の委託事業であります戦

略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業の資金を活用させていただいておりま

す。 

 １ページでございますけれども、藻類は水中に生息している植物の総称です。主に光合

成によって増殖します。その一部には育成の過程において燃料を生産するものがありまし

て、世界の諸問題に対する効果的な解決策として、藻の活用が注目されているところでご

ざいます。 

 なぜ藻が注目されているかというのは２ページですけれども、単位面積当たりのエネル

ギー生産量がバイオ系では多いという特徴がございます。ＣＯ２削減に貢献することなど

もあるだろうということで、もともとＣＯ２ が多かった地球から、ＣＯ２を固定して酸素

が多い地球環境に変えたのも藻の力だと言われているところでございます。他の植物より

も高効率で、同じ面積で育てますとパーム油に比べて２倍から10倍の生産性を持っていま

す。それから、農業と競合しないということで、バイオエタノールのトウモロコシと違い

まして、土を使わないので農業に適さない土地でも培養できるという特徴がございます。 

 藻を育てて何の油をつくるかというと、今のところバイオジェット燃料が期待されてい

るところで、航空機のジェットエンジンは液体燃料が必要で、今後また航空需要が増えて

いく中で、ＣＯ２削減の手だてとしては液体燃料の藻からつくったバイオジェット燃料が
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期待されているところでございます。もちろん省燃費の航空機とか省燃費運航が今後出て

きますけれども、それ以上にバイオ燃料を使ってＣＯ２削減をするということが言われて

おります。 

 ４ページ、取組みの概要でございますけれども、我々は高速増殖型ボツリオコッカスと

いう藻を使っております。これを使ってＭＯＢＵＲＡ：モブラという名前をつけました。

ジェット燃料としての利用を目指しているということでございます。 

 ５ページ目、工程でございますけれども、まず、池で藻を培養いたしまして、それを濃

縮して、乾燥して油を抽出する。藻油ができるわけです。そこから改質をしてジェット燃

料にします。その過程の培養のところに工場や発電所からの排ガスを使っていくことが期

待されています。 

 ６ページ目、取組みの体制ですけれども、現在、ＮＥＤＯ様から、先ほど申しました委

託事業としてやらせていただいておりまして、ＩＨＩ、神戸大学、ちとせ研究所の３者で

やっております。ＩＨＩの役割は屋外太陽光下スケールアップ培養技術と生産一貫プロセ

スの確立、神戸大学は遺伝子組換えによる高速増殖型ボツリオコッカス形質転換系の確

立、ちとせ研究所では大量培養技術開発とそれを実現するための品種改良をやっていただ

いております。 

 ７ページ目に特徴を書かせていただいております。まず、光合成のエネルギーのみで藻

を増殖させるということで、藻の中にも光合成をしないで糖を与えて育つ藻もあるのです

けれども、我々のこのボツリオコッカスは光合成のみでＣＯ２と太陽光と無機物で育ちま

す。藻の乾燥重量に含まれる油の割合が50％で、通常の一般的な藻は20％ぐらいと聞いて

おりますので、我々のボツリオコッカスはかなり大きな油を生産するということになりま

す。あと、単位面積当たりの藻の生産性が大きいこと、それから、とれる油は炭化水素

で、燃料に近いものがとれるということでございます。また、屋外での安価で雑な方法で

も大規模培養を可能にしたということで、後ほど詳しく説明いたしますけれども、ここは

結構重要なところでございます。それから、粒径を大きくしたり浮上特性を付与して、池

から藻を取り出すエネルギーを非常に少なくしたという特徴がございます。これは今のと

ころ遺伝子組換えでなくて品種改良でさまざまな性能向上をしたということでございま

す。また、将来の革新的な性能向上のための遺伝子組換えの基礎技術もやっています。 

 ８ページ目、この取り組みは2011年から始めまして、もう１枚めくっていただいて９ペ

ージ目でございますけれども、最初始めたころは、資料の右の上の形の室内での培養槽で
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始めました。これぐらいの規模であれば、室内ですので、ほかの藻や雑菌が入ってきませ

んので、割合容易に培養することが可能ですけれども、９ページの左下で、2012年に屋外

培養として外に出して、桶ぐらいの大きさで培養ができました。ここがブレークスルーと

いいますか、室内から外へというのは結構難しく、外に出しますと、皆様の御家庭でも、

ベランダ等でも外に水たまりをつくっていらっしゃれば、しばらくするとグリーンになる

と思うのですが、それはこういうところに浮遊している藻が育ってしまう。そういった余

り油をつくらない藻は増殖スピードが非常に速い。我々のボツリオコッカスという藻は、

油をたくさんつくるので培養に非常に手間がかかるというか、工夫が要るのですけれど

も、一瞬のうちにほかの藻に置き換わってしまうのが通常であります。そこで、屋外でも

ボツリオコッカスという藻を育てられるようにしたというのが特徴でございます。左上の

顕微鏡写真が藻の体と油がしみ出している状態でございまして、真ん中辺にある丸い青い

ものが油でございます。 

 下の真ん中の写真ですけれども、これは乾燥藻に火をつけた様子で、通常、昆布やワカ

メに火をつけても燃えないと思うのですけれども、これは油が50％含まれるのでかなり激

しく燃えるという特徴がございます。 

 先ほど申した品種改良でございます。粒径の拡大をやってまいりました。最初は左側の

ような細かい藻だったのですけれども、それを右側のように粒を大きくしました。コロニ

ーということで群集をつくるように品種改良しました。通常ですと、育てた藻を濃縮する

のに遠心分離機を使わないといけないのでエネルギーがたくさんかかりますが、粒径を大

きくしますと、簡単なフィルターにかけると藻が濃縮できるのでエネルギーがかからな

い。それから、右下に多糖分泌低減とございますけれども、育ててみますと多糖というね

ばねばした成分が出てきます。そうしますと、水をしょっちゅうリサイクルしなければい

けないのですけれども、育種によって多糖を減らして、右上の桶のようになりました。こ

うしますと、水のリサイクルの頻度も少なくできるということでコストダウンになりま

す。 

 2013年から弊社の横浜磯子の事業所で100㎡程度の屋外培養試験プラントをつくりまし

て、ここで安定的に培養できることを確かめさせていただきました。 

 13ページになりますが、その後、2015年に、鹿児島県鹿児島市の鹿児島湾に面した七ツ

島に、先ほどの横浜の15倍の1500㎡の池をつくりまして、ここで安定的な培養をすること

が確認できたところでございます。 
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 12ページに戻っていただきまして、今後についてですけれども、2015年のオレンジ色で

囲ったところに現在おりまして、これはかなり大きな土地と温暖な日照時間が長い土地が

適地でございまして、今のところ海外でのイメージを持っております。大豆栽培という写

真がございますけれども、今後は非常に広大な土地で安価にプールをつくってやっていく

ことが目標で、2020年までには何とか技術を完成させたいと思っております。 

 今後課題となりますのは生産コストでありまして、単位面積当たりの生産性の向上、よ

り低コストな培養や収穫、油の抽出、精製のシステム等を開発していきたいと思っており

まして、先ほど申し上げたように2020年までに技術を完成させたいところでございます。 

○宝田座長 

 成清部長、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、もう１つのＣＯ ２ 有効利用技術として人工光合成につきまし

て、三菱化学の瀬戸山委員に御説明をお願いしたいと思います。 

○瀬戸山委員 

 １ページ目が、私どものプロジェクトは10年計画になっていまして、今年が４年目に当

たります。このプロジェクトは可視光、太陽光で水を分解して水素と酸素をつくる。水

素、酸素は爆鳴気で入ってきますので、これを安全に分離する技術です。ここで取り出し

た水素とＣＯ２でオレフィンのエチレン、プロピレン、ブテンをつくるというのが全体の

流れです。オレフィン合成だけ2017年、来年度で小型パイロットを終了するというスケジ

ュールになっています。 

 ２ページで水分解の話をしますけれども、水素、酸素が分離して生成する形と同時に生

成する形の２つの方式を考えています。細かい説明はしませんけれども、水素、酸素が分

離生成するというのは電気分解に近いですが、これは工業的には成立しません。スケール

アップしていくと相当いろいろな問題が出てきます。基本的には下の図で触媒シートと書

いてありますけれども、水素、酸素を同時に生成して、それを分けるという仕組みになっ

ていくだろうと思っています。右側に変換効率を書いてありますけれども、上のやり方

は、小さい装置をつくって、水素が出るほうの触媒、酸素が出るほうの触媒それぞれを別

個に開発することができる。そういう意味で上の方式を採用するのですが、最終的には１

枚のシートにするという方向で考えています。 

 ３ページ目は３㎝掛ける３㎝の触媒シートです。これから水素、酸素がぶくぶくと太陽

光で出てきます。１％はどれぐらいかといいますと、シャンパンの泡が１％で、それぐら
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いのイメージです。ですから、その10倍ぐらい出ると最終目標に行くと考えていただくと

いいと思います。Solar simulatorを使って、ＡＭ1.5Ｇは日本の緯度に相当するところに

なりますので、これぐらいで１％が出ている。これは太陽電池系の材料は一切含んでいま

せん。ＣＩＧＳとかシリコンを一切含まずに純粋に光触媒だけで、こういうものが今でき

ています。 

 ４ページ目、2021年に10％を出すという目標です。それを達成するには吸収波長を

640nm以上持つような材料が必要です。実際はもっと長波長の700nm以上の吸収波長や

800nmの吸収波長が必要だと思います。紫外光応答の触媒には、260nmの光で80％ぐらいの

量子収率で水分解ができています。この領域でいろいろ経験を積んだ研究者から見ると

600nm、700nmだったら量子収率として40％ぐらいは出るだろうというもくろみで目標とし

て太陽光の水素への変換効率として10％という値を設定しています。 具体的には640nm以

上の吸収端を持つ触媒で10％まで持っていくという目標です。ただいま現在は２～３％の

ところにいますが、今のところ順調に進んでいます。 

 ５ページは、実際に水分解をするとどれぐらいの水素が出るものかという話です。国内

で10％が達成された場合、日照時間等を計算しますけれども、100ｔの水素をつくるとき

に大体2.4haあれば年間100ｔを生産することができる。赤道直下であると１万ｔの水素を

つくるのに1.3㎢あればできる。ちょうど日本の倍ぐらいの水素の製造量になります。 

 この国内の100ｔと海外の１万トンをどう見るかという視点で考えたときに、最近、水

素ステーションという話をよく聞きます。現在、水素ステーションの能力は300から500Ｎ

㎥/hぐらいですけれども、ここに２haのソーラー水素のプラントがあった場合、人工光合

成があった場合、この水素ステーションの昼間の生産能力は全部これで賄うことができま

す。ですから、小型のパイロットという意味でいうと、いきなり大型を持っていくと大変

ですから、私たちは国内でこういう規模のものをパイロットプラントに位置付けて、次の

ステップへ進んでいく。ちょうどいい大きさでソーラーステーションはパイロットに位置

付けることができるという考え方をしています。 

 ７ページの酸素と水素の分離ですけれども、内部資料で細かいものはお見せできないの

で、比較例としてお見せします。これはゼオライトを使った分離の例ですけれども、１つ

の種類のゼオライトを使いましていろいろな応用展開ができます。１つはＣＯ２、メタン

の分離、あるいは水素とメタンの分離です。横軸がＣＯ２の透過のしやすさ、縦軸にメタ

ンとＣＯ２の分離係数をとってありますけれども、工業化されているポリマー膜に比べて
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圧倒的に高い性能を出しているということで、これは今、相当力を入れてやっておりま

す。 

 水素、酸素の分離は10年プロジェクトですけれども、事業を先に立ち上げておく必要が

ありまして、三菱化学でこういう分離膜の事業を今立ち上げようとしています。ＣＯ２と

メタンに関しましてはＪＯＧＭＥＣさんのお力をおかりしてパイロットをつくっている段

階ですし、液の分離に関しましては、日本酒の濃縮をこの膜を使って液系のパイロット事

業も今始めております。 

 ８ページ、どういう値段でつくればいいかということですけれども、ナフサから出てく

るエチレン、プロピレンと、いろいろなものから出てくるものを比較したものが資料中の

上の絵です。日本の値段を100とした場合に、サウジが10円で北米のシェールが20円で中

国の石炭から出てくるオレフィンが60円で、こういう中で私たちは生き残っていかなけれ

ばいけないということで、これに見合うような形の技術をつくっていきたいのですけれど

も、石炭から出てくるＣＯ２、あるいは安い水素があった場合に、本当にオレフィンをつ

くることができるかといいますと、Methanol to olefinsに関しては三菱化学と日揮で技

術をつくり上げて、本格工場がつくれるレベルまで来ております。 

 ９ページ、メタノールあるいはＤＭＥからプロピレン、右側がそのパイロットの絵で、

これは2013年にパイロットが終了しまして技術が完成しましたので、これはメタノールが

ＣＯ２からつくれれば、いつでも口をあけて待っていますよという環境が今あります。 

 もう１つは、ＣＯ２ の資源化ということでいいますと、ＣＯ２と水素からメタノールを

つくるというのは、ＣＯと水素がつくるよりも平衡的にかなり不利です。これについては

人工光合成のプロジェクトで高収率でＣＯ２から１段で持ってくることを考えてやってお

ります。 

 10ページは、私たちは何で化学原料を考えているかといいますと、スケールの点でいい

ますと燃料のほうが確かにいいのですが、燃料は安い。化学的につくるほうが値段は1.5

倍ぐらいになります。そうなりますと、10万ｔ、50万ｔのスケールのときに経済性がはっ

きり出やすいので、横展開できるという意味でいうと、まずケミカルをつくって、将来的

に燃料に持っていくという考え方が１つ。もう１つは、一番下が人工光合成プロセス、Ｃ

Ｏ２と水素ですけれども、真ん中にメタンの改質でメタンとＣＯ２ からつくる技術があり

ます。これはＣＯ２を資源化することになります。こういう技術をまず間に置いて、将来

的に人工光合成でＣＯ２と水素からつくるほうが現実的だろうと考えて、メタンの改質反
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応と人工光合成プロセルの２つを並行しながらやっております。 

 11ページはカーボンフットプリントを示してあります。石油化学でナフサを原料にした

１キロのエチレン、プロピレンをつくったときが左端で、右端がソーラー水素と排出ＣＯ

２からつくった場合のＣＯ２の排出量です。ナフサクラッキングでしたら１キロつくるに

当たり７キロのＣＯ２が出たものが、人工光合成でしたら逆に２キロの吸収になるという

ことで、相当大きな効果がある。その間にメタンのＣＯ２改質、あるいはバイオマス改質

等が入りますので、段階的にやっていくのであれば、まずＣＯ２を資源化することを先に

持ってきたほうが考えやすくなるだろうということで、このようなストーリーを考えまし

た。 

 12ページでございます。ＢＡＳＦがアメリカでmethane to propyleneというプラントを

50万ｔ、2020年につくるという話があります。彼らの特許等を見ると、「人工光合成の前

駆形」と書いてありますけれども、こういう技術を使うのではなかろうかということがあ

るので、ＣＯ２の資源化は現実問題として可能ではないかと思っております。 

 13ページが、実際にどれだけの効果があるかということですけれども、ＣＯ２の回収コ

ストは２円とか３円と安いので、ＣＯ２を資源に入れることによって原料費が相当ダウン

できますので、単純に天然ガスを使う場合よりは相当コストダウンができる。これと同じ

ような比較という意味で、人工光合成は水素をどれぐらいつくればいいかということで、

この中ではキロ200円ぐらいで人工光合成で水素をつくれれば、天然ガスを使ったベース

と同じぐらいになると考えております。 

 14ページは全体を絵にしたものです。まず、今の化学プラントにＣＯ２と化石資源由来

でいいので水素を持ってきてプラントをつくる。これが第１ステップで、この償却が終わ

った段階で水分解でつくった水素を導入していきましょう。基本的に原料が水なので、償

却が終わると恐ろしく安くなります。ですから、安くなった時点で規模を拡大していっ

て、ＣＯ２をさらに減らすことができるという考え方です。 

 15ページですけれども、今、2014年から15年ぐらいですけれども、先にＣＯ２を資源化

するプロジェクトを立ち上げて、その後で分離の技術をつくっていき、その後、人工光合

成で実際に水分解して水素がとれるのを口をあけて待っていましょう。そういう全体のス

トーリーで考えていて、人工光合成は2030年以降のレベルでは実用化できるのではないか

というストーリーで今研究をやっています。今のところは順調に進んでおります。 

○宝田座長 
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 瀬戸山委員、ありがとうございました。それでは、個別技術の説明は以上ですが、最後

に参考として、日本におけるＣＣＳ実用化への取組み状況について、日本ＣＣＳ調査の庄

司委員に御説明をお願いしたいと思います。 

○庄司委員 

 それでは、日本におけるＣＣＳ実用化への取組み状況につきまして、苫小牧ＣＣＳ実証

試験と二酸化炭素貯留適地調査を中心に御紹介させていただきます。 

 ２ページ目をごらんください。この図は現在公表されている世界のＣＣＳ大規模プロジ

ェクトを示したものです。ＣＣＳに加えて石油を増産するための技術であるＣＯ２－ＥＯ

Ｒの一部、人為起源のＣＯ２を使ったＣＯ２－ＥＯＲを含めています。計画中も含めます

と、昨年末時点で55件のプロジェクトがあり、そのうち運転段階が13件、建設段階が９件

あります。世界では既に実用規模で動いていることが御理解いただけると思います。 

 ３ページ目をごらんください。この図は前のページに示しました大規模プロジェクトを

排出源の種類ごとに整理したものです。縦軸が排出源の種類、横軸が稼働開始年です。図

の左側にかたまっている多くの丸は操業中のプロジェクトで、その排出源に共通するの

は、目的の製品を得るためにもともとの生産システムにＣＯ２分離が組み込まれているこ

とです。高純度の二酸化炭素が既にありますので、低コストでＣＯ２圧入が実現できて、

先行して実用化されていることが理解できます。2014年にようやく石炭火力から回収した

ＣＯ２の地下圧入が始まっています。操業中のプロジェクトは圧倒的にＥＯＲが多いのが

わかります。石油増産用にＣＯ２を買ってもらえるということで経済的に成り立ちやすい

ということです。帯水層への貯留はノルウェーで実現していますが、これは高額の炭素税

支払いを回避するという経済的な理由がありました。 

 それでは、苫小牧でのＣＣＳ大規模実証試験について御紹介いたします。 

 ５ページ目をごらんください。この図は日本でのＣＣＳ実用化への取組み状況をまとめ

たものです。ＣＣＳへ向けて、最初にＲＩＴＥさんが新潟県長岡で帯水層への圧入試験を

行いました。この成功を受けまして大規模実証試験の開始が決定され、４年間の調査事業

を経て苫小牧での実証試験が始まりました。実証試験と並行して、現在は二酸化炭素貯留

適地調査も行われています。これらの成果をもとにして2020年以降のＣＣＳ実用化を目指

しています。 

 ６ページ目をごらんください。苫小牧実証試験の位置付けです。実用段階では、年間

100万ｔ程度、またはそれ以上のＣＯ ２ を圧入すると想定されています。長岡では１万ト
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ンのＣＯ ２ を圧入、貯留して、ＣＯ ２ を安全かつ安定的に貯留できることを確認しまし

た。また、地下でのＣＯ２挙動をモニタリングする手法を開発するなどの成果を上げまし

た。ただ、ＣＯ２は市販の液体炭酸ガスを購入して使用しております。ＣＣＳに必要な要

素技術自体は各種産業で使用され、成熟しています。しかし、それらの技術が全体の一貫

システムとして期待どおり連係して稼働することを実用化の前に実証しておく、それが非

常に大事です。苫小牧実証試験は、実用化の前段階として分離・回収から圧入、貯留まで

の一貫システムを実用段階と同等の設備構成、同等の機器構成で実証しようとするもので

す。そのために、規模としては年間10万ｔ以上が選択されています。 

 ７ページをごらんください。苫小牧ＣＣＳ大規模実証試験の全体スケジュールです。ま

ず、調査段階で実証試験サイトを決めるための調査を行いました。115の候補地点から絞

り込んで、最終的にＣＣＳに適していることが確認され、実証試験の準備が整った苫小牧

が選定されました。現在は準備段階の最終年度です。この準備段階の期間に分離・回収設

備や圧入設備などの諸設備、それからモニタリングのための機器やシステムを建設、設置

します。圧入は来年度、2016年度から３年間を予定しています。 

 ８ページ目をごらんください。実証試験の主な目的と課題を整理しました。まず、先ほ

ど申しましたが、分離・回収から貯留までのＣＣＳ全体を、一貫システムとして実証する

ことです。次に、ＣＣＳが安全かつ安心できるシステムであることを実証することが挙げ

られます。特に日本は地震国ですので、収集したデータに基づきまして、地震に関連する

不安が解消できるように取り組んでいこうとしています。ほかに、必要な技術及び安全に

係る基準、実用化へ向けて改善、解決すべき課題、情報及びデータの開示、ＣＣＳの理解

促進にも取り組んでいます。 

 ９ページ目をごらんください。実証試験の全体システム構成を示しています。ＣＯ２の

排出源は商業運転中の製油所、出光興産様の北海道製油所の中にあります水素製造装置

で、そのオフガスをいただきます。そのオフガスは約50％のＣＯ２を含んでいますので、

分離・回収基地で処理し、純度99％以上のＣＯ２として回収します。ＣＯ２を圧入基地の

圧縮機で昇圧して、２本の圧入井から２層の貯留層へ圧入します。貯留層はいずれも貯留

層の上にＣＯ２を通さない遮蔽層があり、かつ近くに活断層がなく、安全に貯留できるこ

とが調査で確認されています。 

 10ページをごらんください。実証試験設備の位置関係全体像を示しています。左寄り、

港と海岸に隣接する台形の赤枠で囲った部分が製油所です。このすぐ左下の青枠で囲った
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小さなエリアがＣＯ ２ を分離・回収/圧入する基地です。圧入基地から海へ延びる２本の

ラインが圧入井です。海岸から３㎞から４㎞離れた地下にＣＯ２を圧入します。圧入され

たＣＯ ２ は、シミュレーションによりますと、約600ｍから800ｍの範囲に広がります。

1000年後もほとんど動きがないことを確認しています。 

 11ページをごらんください。ＣＯ ２ 分離・回収/圧入基地の完成イメージです。ＣＯ ２

を含むオフガスを図面右側から受け入れます。左上に高い塔が３本並んでいますが、一番

高い塔がＣＯ２吸収塔で、高さが約48ｍあります。この吸収設備で分離・回収されたＣＯ

２を圧縮機で昇圧し、左上の圧入井に移送して圧入します。 

 12ページをごらんください。圧入対象層を模式的に示した地質断面図です。地下1000ｍ

付近の黄色の地層が貯留層である萌別・砂岩層で、その上が遮蔽層になっています。3000

ｍ付近の赤い地層がもう１つの貯留層である滝ノ上層で、その上の青い３層が遮蔽層にな

っています。２つの貯留層に左側の地上から延びている２本の線が圧入用の井戸で、いず

れも傾斜井で、最初に垂直に延びた後、斜めに大きく曲がって貯留地点まで延びていま

す。圧入井の先端部、約1000ｍにはＣＯ ２ が地層に出るための多数の穴をうがっていま

す。なお、一般に帯水層は地層ができた古い時代の海水が岩の隙間に地層水として閉じ込

められている地層で、ＣＯ２はその地層水を押しのける形で貯留され、時間を経ますと地

層水に溶けたり、岩石中の成分と反応して鉱物に変わるなど、より安定化されます。 

 13ページをごらんください。モニタリングシステムをまとめて示しています。この赤丸

がＣＯ２の流量計、青丸が温度・圧力センサー、黄色丸が地震計です。圧入井では、それ

ぞれＣＯ２の流量、温度・圧力を測定します。３本の観測井には温度計・圧力計と地震計

が設置されています。そのほか、海底地震計や陸上地震計を設置しています。なお、これ

らのデータは、苫小牧市と連携して適宜公表する計画になっています。 

 14ページをごらんください。海底下の地層にＣＯ２を貯留しようとする場合、通称海洋

汚染防止法にのっとって海洋環境モニタリングを行う必要があります。点線の区域が調査

海域です。海洋環境モニタリングでは、水質調査、底質調査、海洋生物調査、海底面の調

査を行います。圧入前の現況調査は既に完了しています。圧入中、圧入後も適宜データを

取得し、漏えいがないことを確認いたします。 

 15ページをごらんください。広報活動ですけれども、苫小牧での準備業務では、今年で

４年目を迎えますが、この間、ＣＣＳについて、苫小牧市の地元関係者をはじめとして、

広く国民の皆さんの理解を得るべく継続して広報活動、情報発信を行っています。苫小牧
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市民の方からの御意見などを取り入れながら、パネル展、講演会、子供向けの実験教室、

現場見学会、それに東京ビッグサイトでの環境展とかエコプロダクツ展への出展も行って

います。 

 続きまして、二酸化炭素貯留適地調査について御説明いたします。17ページは、今回の

調査事業開始の前に行われましたＲＩＴＥの調査結果で、日本近海での貯留可能量は1461

億ｔと算出されています。日本の排出量の約100年分の貯留ポテンシャルがあることにな

ります。ただ、概略の調査で大きなポテンシャルは期待されておりますけれども、地下は

不確定性が高く、詳細に見ていくと貯留層、遮蔽層の厚さや広がりにばらつきがあること

があります。また、体積当たりのＣＯ２の貯留可能量や圧入しやすさも確認が必要です。

ＣＣＳ事業を計画するには、長期間、安定的に圧入、貯留できる場所がはっきりしている

ことが必要で、前もって貯留適地を明らかにしておく取り組みが必要です。 

 18ページをごらんください。2016年度から経済産業省と環境省の連携事業としてＣＯ２

の大規模貯留に適する複数の貯留層を確認するための二酸化炭素貯留適地調査が開始され

ました。貯留適地調査に関しましては、2013年４月の経済産業省と環境省による「東京電

力の火力電源入札に関する関係局長級会議とりまとめ」に記載されています。この適地調

査では、具体的には１カ所１億ｔとか２億ｔ規模の大量にＣＯ２を貯留できる複数の貯留

適地を2020年頃までに、より詳しいデータに基づいて確認しようとするもので、２次元弾

性波探査、３次元弾性波探査、調査井によるデータ取得などの手法を積み重ねて、より好

ましい候補地を明らかにする予定です。 

○宝田座長 

 庄司委員、ありがとうございました。 

 以上で全ての資料の御説明をいただきました。御説明いただいた皆様、本当にありがと

うございました。 

 それでは、これからこれまでの資料に基づきまして御意見、御質問等を伺いたいと思っ

ております。御意見、御質問がある方は、挙手でも構いませんが、名札を立てていただけ

ば、こちらから指名いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。  

○小野崎委員 

 エネルギー総研の小野崎です。大変わかりやすい説明をありがとうございました。ＣＯ

２回収については比較的方向性が見えているかと思いますけれども、利用面については非

常にバリエーションが広い。今日のお話は人工光合成なり藻類ですけれども、多分それ以
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外にもＣＯ２の化学的な固定とかさまざまな技術がまだまだあるという気がします。そう

いう非常に幅広い技術に対してそれぞれの特徴づけ、例えばＣＯ２回収し利用しても、す

ぐにそれが放散してしまうとか、完全に化学的に固定してもとに戻ることがないとか、あ

るいはバイオマス系のようにＣＯ２フリーの燃料をつくるとか、随分パターンが違う気が

します。それら個別技術の特徴づけを行い、そこで必要なエネルギー量を求め、最終的に

は全体のポテンシャルがわかるような形が見えてくるといいと思います。多分この協議会

の中でというよりは、その辺の整理を、将来的に時間をかけてやっていただければいいな

と思います。 

○宝田座長 

 どうもありがとうございます。課長から何かありますか。 

○覚道石炭課長 

 私が最初に御説明しました資料１の最後の論点のところでも、下から２番目の四角の②

についてというのは、今、小野崎委員から御指摘のあった利用を念頭に置いたものですけ

れども、技術的にもいろいろなものがあって、どれが特に優れるといったものではない。

したがって、当面、絞り込むというよりはいろいろなイノベーションの実現を目指して、

幅広く追求していくべきと考えております。徐々に絞り込んでいく中で、今御指摘のあっ

たそれぞれの特徴づけや、最後にポイントになってくるのは、エネルギーとして効率がど

うなのか、あるいは量的にどれぐらいのポテンシャルがあるのか、そのようなところで最

後は整理をしてくのかと思っております。したがって、今回策定しようとしているロード

マップにどこまでそこが反映できるかというのはありますけれども、いただいた御指摘を

踏まえて、参考にさせていただければと考えております。 

○宝田座長 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

○田村委員 

 田村です。覚道課長さんの資料１のページ８に当たるところですけれども、ＣＯ２回収

関連技術が化学吸収から酸素燃焼、物理吸収とトレンド的に書かれております。一方でＣ

Ｏ２の利用と時間的なミスマッチが若干あるように理解をします。化学吸収、酸素燃焼に

関してはほぼ実用化段階に来ているということなので、2020年、2030年を待たずに商用化

に向けての展開が図れればいいと思いました。 

○覚道石炭課長 
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 これは１つの絵に整理をしておりますけれども、回収は2020年、2030年と方向性が出て

きているかと思いますので、こちらのほうは少し具体的に、どの地点でどうという形のロ

ードマップにしっかりとまとめていこうかと考えております。 

○住田資源・燃料部長 

 今の議論は大変な議論で、結局、分離・回収はだんだん段階を追ってきているわけです

けど、今のお話を聞いているとコストがすごくかかるというところがあって、どれだけの

純度のＣＯ２まで上げていかなければいけないかというところでコストが物すごく変わっ

てくるだろう。一方で、使う側にしてみると、そんなに純度が高くなくてもＣＯ２リッチ

なガスがあれば使えるかもしれなくて、例えば藻類も恐らくそうかと思います。これはも

しＩＨＩの方から、また教えていただければありがたいのですが、そんなに高純度でなく

ても、ぶくぶくやればいいということであれば、100％を目指さなくてもどんどん使える

ものが出てくれば、その部分が経済性に乗ったプロジェクトとしてどんどん実用化してこ

られる。100％を余り追求し過ぎると実用化が遅れてしまうということもあり、分離・回

収の必要性と、利用の側でどういうＣＯ２なら使えるとのかを、よくマッチングさせるこ

とがすごく大事だという感じが今日したのですけれども、もし委員の方から補足等あれば

教えてください。 

○宝田座長 

 どうもありがとうございます。 

○平井委員 

 東工大の平井でございます。今の御意見に関連して、ＣＯ２の利用を考えるときに、結

局、利用することによって削減できるＣＯ２ の量がどういうものなのか。ＣＯ２問題はＣ

Ｏ２が大量に出ることが問題なわけで、年間13億ｔ排出する我が国が、例えばマックスで

やったときに、どれだけのＣＯ ２ が本当に利用できるのか、そのコストは一体幾らなの

か、そこがロードマップやその他の資料に明確に記述されていない。例えば藻類の話があ

りましたが、水があるところ、光があるところで、そういうＣＯ２を利用しようとすると

きに、日本でそういう面積が一体どれだけ確保できるのかは割と簡単に見積もれると思い

ます。そのときに、そのＣＯ２の削減量が幾らでという話が当然出てくるわけで、最大値

はある程度のオーダーでは出てくると思います。少なくともイノベーションがあろうがな

かろうが、そういったものについてはきちんとわかっているところがあるわけで、そうい

うところをきちんと明示していただきたいというのが私のコメントです。 
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○宝田座長 

 ありがとうございます。分離・回収、利用技術、全て含めて、まず物質収支、エネルギ

ー収支、最終的には経済収支がきちんととれていないといけないということだと思います

が、確かに御指摘のとおりだと思いますので、今後ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○中尾委員 

 私は分離・回収が専門ですけれども、先ほどもありました資料１の８枚目、回収関連技

術がコストで書いてあるのですが、お話を聞いていると、皆さんわかっていらっしゃると

は思うのですが、例えば化学吸収法でも常圧の一般火力のポストコンバッションでいくの

か、あるいは化学吸収法でも高圧ガスに対して使うということも当然あるわけですね。物

理吸収法でも、高圧、常圧の両方が原理的にはあるわけで、膜も当然そうですし、固体も

そうです。それによってもとのガスのＣＯ２濃度が10何％と40とか50という非常に濃度が

違う２つがあって、圧力があると、ないという２つがあって、今までのこういう図を見る

と、大体それが全部ごちゃまぜになっていますね。化学吸収法は最初は常圧の12～13％の

ところで4000円だと言っていますが、もっと高性能な吸収液は幾らでもあるわけですし、

物理吸収法でもどういう液を使うかによって当然変わってきますから、今までこういうふ

うにやられているのですけど、こういう書き方はそれぞれの技術に対して非常に誤解を招

くと思います。やはり濃度で２レベル、圧力で２レベルというぐらいはきちんと分けて、

それに対してそれぞれの方法が今どの辺にいるか、まだもう少し行くのか、どこか限界は

あるかもしれませんけれども、そういう図をこれから書かないといけないのではないかと

いう気が非常にします。それが１点。分離技術をやっている側としては、化学吸収液はだ

めな技術だというような印象を与えますが、だめなこともないので、ぜひそういう図にし

てほしい。 

 もう１つ、最後のページのロードマップで、四角の２番目のポチのＣＣＵＳのところ

で、2030年以降を見据えて早期の導入拡大を目指す「火力発電の高効率化」とは異なる時

間軸、視点で開発を進めることが重要である。これは今つくろうとするロードマップの基

本姿勢かと思うのですが、この協議会は石炭課さんが主導しているので、石炭火力を早く

というのはあると思うのですが、ＣＯ ２ を減らす、地球温暖化防止という観点から見れ

ば、僕は石炭火力はやるべきだと思っていて、別に反対派でも何でもないのですが、やは

りＣＣＳなりＣＣＵＳは同期していかないと、今ある石炭火力を高効率のものに単純に置
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き換えるなら、この分だけはＣＯ２は減りますから、いいですけど、最近の報道を見てい

ますと、原発が止まっている分のかわりに石炭火力をいっぱいつくろうという計画がある

わけですね。そうすると、幾ら高効率のものをつくっても、やっぱり大量にＣＯ２は出る

ので、そこを切り離してロードマップを書くのは、私は少し問題かと思います。地球温暖

化防止という観点から見ると、石炭火力をつくる以上はＣＣＳでもＣＣＵＳでもいいので

すけど、同期していって、時間軸が別だと言ったら非常に問題が起こるのではないかとい

う気が、ＲＩＴＥの立場としては特にそうですが、非常にするわけですね。storageはサ

イトをどうするかという問題はありますけど、分離・回収技術は時間軸を変えるほど時間

軸がずれているとは思えないし、storageも国民のコンセンサスをどう得るか。それは火

力発電所をつくる人の責任ではないかと私は思います。カーボンキャプチャーする人の責

任でもないのではないか。みんなの責任といえば責任ですけど、そこをぜひロードマップ

で切り離して、石炭火力を高効率にすればいいんだというロードマップは、気持ちはわか

るのですけど、やはり少し問題があるので、そこはちゃんとやってほしいというのが非常

に強い要望です。 

○覚道石炭課長 

 １点目の８ページ目の図については、確かに今御指摘があった点からすると相当ざくっ

とした整理をしていますので、まさにロードマップの形にまとめていく際に、今御指摘の

あったところも踏まえて、より精緻なものにするように努力をしたいと思います。 

 最後の２点目のほうですけれども、石炭火力はこれからどんどん増えていくという点に

ついては、まさにこれから電力業界、あるいは新電力も含めて、そういう枠組みを新設さ

れていく中で、最終的にその枠組みの中でＣＯ２をどううまく抑えていくかという話にな

ると思っています。そうした中で石炭火力の高効率化がどう加味されるかという位置付け

だろうと思っております。そうした中で、ＣＣＳの技術についても、これは先ほど住田か

ら申し上げましたように、ＣＯ２が出てくる側と使う側でのいろんなマッチングが重要に

なってくると思います。確かに完全に別の次元のものではないと思うのですけれども、電

力業界としての取り組みとか、あるいは長期のエネルギー需給見通しの案の中でも、2030

年までの取り組みと、そこから先で一応の位置付けがされているという前提で、ただ、完

全に切り離されたものにするつもりはございませんので、そうした中でうまく技術ロード

マップの形に落としていければいいと考えております。 

○庄司委員 
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 今、中尾先生からＣＯ２の種類によって大分違うというお話がありましたので、苫小牧

のことも含めて情報提供させていただきます。 

 石炭火力の場合の溶液再生エネルギーが大体2.5GJ/ｔ-CO2とか、3GJ/ｔぐらいですけれ

ども、苫小牧の場合には、それが１GJ/ｔ以下になっています。それは非常に高濃度で圧

力が高いものから回収するということで、そのぐらいが達成できています。世界のアンモ

ニアプラントでも１GJ/ｔを切るものがたくさん動いております。そういう意味では、種

類によって違うということをきれいに整理することが大切だと思います。 

 ２つ目ですけれども、ＣＣＳに関連して、オランダのロッテルダムの例ですけれども、

そこではＣＣＳ用に回収したＣＯ２を一部抜き出して、温室の植物成長に利用するという

ことをやっています。使う量も少ないですし、ＣＯ２削減には寄与していないかもしれま

せんけれども、大量に安いコストで得られたＣＯ２をＣＯ２利用ビジネスにいろいろ使っ

ていくとお互いにいい効果があるのではないかと思います。ＣＯ２を利用するという切り

口でお互いに連携しながらやれるようなビジネスモデルもぜひ考えていきたいと思ってい

ます。 

○住田資源・燃料部長 

 今のポイントは私どもが非常に強く考えているところでございまして、例えば藻の話が

ありましたが、あの話は国産資源、国産石油という話にもつながるので、全く違う効果が

考えられるわけですね。そうすると、どれだけの量が使えるかというのは、先ほど平井先

生から御指摘のあったとおりですが、量の問題と質の問題と両方あるので、これも考えて

いかなければいけない。 

 量の問題について言うと、先ほどの人工光合成でも、例えば１％か10％、それだけで10

倍違うとか、藻類でもどれだけ吸収性のいいもの、あるいは深さがどれぐらいとれるかと

か、そういうことの技術開発でも大きく変わってくるのですが、少なくとも現状における

単価をベースとした場合にどういう数字になるというのは、確かにレファレンスとしてあ

ったほうが全体がわかりやすいというのは平井先生の御指摘のとおりです。ただ、その数

字でとどまるわけではなくて、いろいろな可能性がある数字のもと数字みたいなものを多

少なりとも示していくというのは非常に意味があると思います。 

○宝田座長 

 どうもありがとうございました。 

○藤岡委員 
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 ＩＥＡのブルーマップで、ＣＯ２のコストの基準をどうするかという問題があるのでは

ないかと思います。ここで示されております化学吸収法の4200円は平成17年ですから、も

う既に10年前ぐらいの技術です。逆にそのころはそれぐらい高いからコストダウンを図り

ましょうということでいろいろな研究がスタートしたと思います。それが10年かけて

Sothern Companyなどカナダでかなり大型のものが出て、実際それはもうコスト試算が可

能な状態ではないかと思います。今そういうものをもう１回きちんと見直していただい

て、現状の化学吸収装置だと分離コストはこれぐらいになります。まずそれを始点にして

考えないと、これからいろいろ開発を始めるときに、全て基準はこの4200円から始まった

ら、大概開発可能になってしまうという気がいたします。 

 ＣＯ２は全体をどこから回収するのが安いかというところで、安いところから始めてい

けばいいという考え方だと思います。それがＩＥＡのブルーマップでは、先ほど庄司先生

が御紹介したように化学プラントが最も安いということから、まずはそこが実現されると

いうシナリオがありますので、そういう考え方を我々の日本に適用したら具体的にどうな

るのかということも重要かと思いました。 

○宝田座長 

 ありがとうございました。 

○金子委員 

 ＣＯ２の有効利用ということでいろいろな研究がなされているわけですけれども、私は

要素としてそれらの技術を研究して、基礎的なものをしっかりとやっていくことは結構だ

と思うのですけれども、先ほどから量的なバランス、つまり、使い得るＣＯ２と発生する

ＣＯ２と量的にどれぐらいの位置関係にあるのかという議論が出ております。私の概算で

は、それは極めて難しい。出てくるほうが１万倍とか10万倍出てくる。例えば火力発電所

の敷地を見て、そこにいろいろな利用の方法を考えたとして、実際に発電所から出る量は

１万倍から10万倍ぐらい出てきますから、実際は量的にバランスさせるのはなかなか難し

い。 

 それから、例えば炭酸飲料や溶接、シールなどいろいろなＣＯ２の工業的利用がありま

すけど、日本のＣＯ２の工業的必要量は年間100万ｔです。アメリカでも300万ｔ。日本と

アメリカの全工業必要量を合わせて400万ｔですけれども、100万kWの石炭火力１基で600

万ｔのＣＯ２が出てくるわけです。だから、工業的利用はうまく組み合わされれば非常に

結構だと思うのですけれども、端的にマスバランスがどうかと言われると、バランスさせ
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るのはかなり難しい。したがいまして、結局バランスできるやり方は、ＥＯＲだというこ

とでございます。そういう背景もあるということを御理解いただければと思います。 

○宝田座長 

 ありがとうございました。ほかにございますか。 

○中尾委員 

 結局、天然ガスもＣＯ２を出すので同じことですけど、ＣＯ２削減という意味でＣＣＳ

やＣＣＵＳと言うのであれば、利用というのは量的には地球温暖化防止には全く役に立た

ない。やっている方には申しわけないですけど、全然役に立たないというのは公知の事実

です。別の意味の利用にしないと、温暖化防止のためにＣＯ ２ を利用しているのではな

い。要するに石油代替で石油を買うかわりにとか航空燃料を買うかわりにというのは温暖

化防止ではないのです。このぐらいはあるかもしれませんけど、それをＣＣＵＳと言って

いるのは、言ってもいいですけど、地球温暖化防止からいったら、もう13億ｔ出てくるの

はstorageする以外に使うところは絶対にないわけなので、そこはＣＯ ２ を出す側のロー

ドマップとしては一緒にしないで、利用が悪いと言っているのではなくて非常にいいと思

います。ただ、温暖化防止では量的には全く貢献しない。やっている方は貢献するとおっ

しゃるかもしれませんけど、量を計算すれば絶対に貢献しないので、そこはちゃんとわか

るようにして、やっぱりstorageは必要なのだ、utilizationはこういう意味で必要なの

だ、ただし、量的にはこんなものですというロードマップをぜひ書いてほしいというのが

分離・回収をやっている側からのお願いです。 

○宝田座長 

 ありがとうございました。皆様の本当に貴重な御意見をいただきまして、今回のこの協

議会は次世代火力発電の早期実現ということでございますけれども、火力を使うに当たっ

ては、必ずこのＣＯ２問題は出てくるわけでございます。いろんな立場があると思います

けれども、今回この協議会の第２回でこのＣＯ２回収、利用を取り上げたということは、

石炭火力はこれから増えていくかもしれませんけれども、そこの中でＣＯ２の回収利用は

政策的にも常に考えなければいけないということかと私は理解しております。日本の基幹

的エネルギーを必ずきちんと担保するというのは重要ですし、その中でＣＯ２をどういう

ふうに捉えるか。こういったことを、今回本当に皆さん各界の専門家の方に御意見をいた

だいて、今後の政策が出ていくのだと思っております。ぜひまた今後とも御協力いただき

たいと思っております。 
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 それでは、以上で時間になりましたので、このあたりで質疑を終了させていただきたい

と思います。 

 最後に今後の予定について、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

○覚道石炭課長 

 今日は委員の先生方から大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございまし

た。今後の予定ですけれども、次回ですが、今のところ第３回を７月６日に予定してござ

います。この回にこれまでいただいた御意見等も踏まえまして、火力発電関連技術のロー

ドマップの案を提示させていただきまして、また御議論をいただければと考えてございま

す。 

 あと、前回も御連絡をさせていただきましたけれども、6月26日、大崎クールジェンへ

の委員の皆様方の御視察を予定してございますので、御都合がつかれる方におかれまして

は、ぜひ御参加をいただければと考えてございます。 

○宝田座長 

 ありがとうございました。それでは、これをもちまして本日の第２回次世代火力発電の

早期実現に向けた協議会を終了とさせていただきます。本当に長時間にわたり御議論いた

だきまして、ありがとうございました。 
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